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１．４月からの様子について 
 
２．夏休み利用方法について 

  ①夏休みの開校日について 

  ②料金について 

③お申込みについて 

④キャンセル、振替について 

⑤お弁当について 

⑥服装、持ち物について 
 

３．夏休み中のプログラム予定 
 
４．その他 
 
５．最後に 



１．4月からの様子について 

２．夏休み利用方法について 

①夏休みの開校日について 

7 月 22 日（月）～８月 29 日（木） ８：００～１８：３０ 

(８時前に到着しても中には入れませんのでご注意ください。） 

閉室日：土日祝日、および８月１３日（火）～８月１6 日（金）、8 月 30 日（金） 

※内装工事のため、今年は８月２９日（木）のお預かりは８：００～１５：００、８月３０日（金）

は閉室といたします。 

 

②料金について 

・７月：レギュラー料金（長期休業を含むため、特別料金となります。） 

 または、通常スポット料金 

【１日：4,700 円、半日：2,600 円（1、2 年生）／ 2,100 円（3 年生以上）】 

※半日とは【午前】8：00－13：00（昼食を食べて下校）、【午後】13：00－18：30 

 

・８月：事前お申込み制で以下の２種類の料金設定、または通常スポット料金となります。 

7 日間分事前申込み 

 

29,800 円（税別） 

参考：1 日あたり約 4300 円 

８月全日（16 日間）事前申込み 48,000 円（税別） 

参考：1 日あたり約 3000 円 

・上記にスポット利用を組み合わせての利用も可能です。 

例１：7 日間利用（29,800 円）＋３日間スポット（4,700 円×３）＝43,900 円 

例２：7 日間利用（29,800 円）＋半日スポット 5 日間（2,600 円※1，2年生の場合×５）＝42,800 円 

 

※期間内の利用が半日の場合も、1 日分となります。「半日 2 日利用で 1 日分」とはなりません

のでご注意ください。 

（不可な例：7 日分購入し、6 日間は朝から来たが、最後 1 日分を分割して半日ずつ 2 日間利用

という事はできません。） 

※7 日間・もしくは 16 日間利用しなかった場合でも、払い戻しは致しかねます。 

※事前申し込み分のお引き落としは８月、スポット利用のお引き落としは 9 月となります。 

※29 日は 15 時閉室となりますので、事前申し込み・1 日もしくは午後スポットの方は 9 月のお

引き落とし時に 500 円の割引とさせていただきます。 

 

 



③お申込みについて 

・７月中のご利用は、レギュラー利用日については特にお申込みの必要はありません。 

・必要に応じてスポット利用のお申込みをお願いいたします。（利用日前日１７時締切。月曜分

を申し込みたい場合は前金曜日１７時まで） 

・8 月中のご利用は、すべて KidsAI の【スポット申込】よりお願いいたします。ご利用日すべ

てをご登録ください。 

申込締切日（下記記載）をもって、自動的にスポット日数をカウント致します。日数に応じて、

自動的に事前申込み・またはスポットとの組み合わせを計算し、安価な方を採用いたします。 

※半日スポットは、事前申込み内にカウントいたしません。 

※午前のみの半日スポットをご希望の場合、退室時間の入力が 13 時を 1 秒でも過ぎた時点で 1

日スポットのカウントとなってしまいますのでご注意ください。 

※お申込みにあたっての注意点※ 

〇お申込み期間を過ぎてからのお申込みは、通常スポット料金となります。ご注意ください。 

〇お申込み期間以降のキャンセルの場合、返金は致しかねますのでご注意ください。 

 

お申込み期間以降、急遽ご利用が必要になった場合も、スポットご予約は可能です。ご利用日の

前開校日 17 時までに KidsAI よりお申込みください。（急なご利用の場合には実施プログラムの

空きがない場合があります。ご了承ください。） 

 

④キャンセル・振替について 

ご利用予定人数に合わせての準備をしておりますので、お申込期間後のキャンセルはご遠慮くだ

さいますようお願いいたします。（緊急時を除く） 

 

・事前お申込み適用の場合、8月中の他の日程であれば振替が可能です。KidsAIより、通常スポ

ット申込と同様の要領でお申込みください。 

例：８月２日（水）利用予定を３日（木）に変更したい場合 

（2 日分をキャンセル手続き→3 日をスポット申し込み） 

※前開校日 17 時までにお手続きをお願いします。（月曜分などの場合前週金曜 17 時まで） 

※９月以降に振り替えることはできません。 

 

⑤お弁当について 

・夏休み中は、毎日お弁当をご持参ください。 

※あいにくお弁当を冷蔵庫に入れるスペースがございません。持参のお弁当には保冷剤をつける

など衛生管理の工夫にご協力ください。 

【8 月ご利用のお申込期間】本日～７月１２日（金）17時 



・夏休み中は、事前お申込みで有料（500 円程度の予定）でお弁当をご用意する予定です。お弁

当のお申込みについては、お申込み専用フォームを後日メールにてご案内いたします。 

※まとめて事前に発注をいたしますので、キャンセルはできません。欠席の場合も返金は致しま

せん。 

 

⑥服装、持ち物について 

服装：制服（ただし男児は、上衣は学校に適したものなら自由）遠足帽、靴（外遊び用のスニー

カー） 

持ち物：上履き、学習道具、水筒（水かお茶）、お弁当、ハンカチ・タオル、ティッシュ、着替

え、水着セット 

※夏休み中は、積極的にプールや水遊びを行う予定です。水着セット・ビーチサンダルはできる

限りご持参ください。使用しなかった場合、アフタースクールに置いておくことができます。水

着の柄・色等は自由です。 

※非常に蚊の多い環境です。虫よけや、外遊びに適した帽子（通気性の良いもの）の持参もお勧

めいたします。なお、虫よけについては、他のお子様に使用したり、遊びに使うことの無いよう、

ご家庭でもお話しください。 

 

３．夏休み中のプログラム予定 

夏休み中は、毎日様々なプログラム・活動を計画しています。 

なお今年は毎日９時から、「ラジオ体操」を予定しています。ラジオ体操カードをご用意し、所

定の回数以上の参加で、参加賞をご用意いたします。夏の体力づくりのため、是非ご参加くださ

い。また、８月２９日（木）は保護者の皆様もご招待しての、楽しい時間を設ける予定です。 

詳細はアフタースクールだよりをご覧ください。 

 

４．その他 

・夏休み中の靴、上履きについて 

夏休み中は、上履きをご持参ください。利用頻度に応じて、アフタースクールに置いておくこと

もできます。外遊び用の靴に関しては、登校時に履いてきてください。色、柄などの指定はなく、

自由です。 

夏休み終了後は、学校の上履き・白靴をご利用いただきますので、靴箱においている方は、夏休

み中のお持ち帰りにご協力ください。 

 

・持ち物の衛生管理について 

着替えは毎日、上履きは（アフタースクールお預かりの場合）定期的に持ち帰り、洗っていただ



けますようお願いいたします。 

 

・持ち物への記名について 

アフタースクールに持ってくるのものすべてに、必ず記名をお願いいたします。 

 

・自然災害等について 

各種警報が発令された場合や自然災害の場合は、開校の有無を決定し、【休校の場合のみ】、当日

６時頃までに一斉メールにてご連絡いたします。 

預かり中に警報が出た場合などは、学校までのお迎えを必須とさせていただきます。その場合も

一斉メールにてご連絡いたします。 

また、状況によっては予定のプログラムを延期・中止の場合がございます。なお、その場合の預

かり料金は返金致しかねますのでご了承ください。 

 

・消費税増税に伴う対応について 

10 月の消費税増税に伴い、アフタースクールご利用料金、お引き落としについて変更点がござ

います。詳しくは資料の最後をご確認ください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ご質問などありましたら、お電話またはメールにてお問い合わせください。 

星美アフタースクール：０８０－３３９５－６３９６  seibi@npoafterschool.org 

 

 

 

星美アフタースクール内装工事 および寄付のお願い 

4年目を迎え、毎年より多くのお子さんにご参加いただいております。 

限られたスペースの中で、子どもたちがより快適で安全に、そして楽しく過ごすために、 

この夏休みに室内の改装を行います。 

☆窓側の共有スペースを小上がりにし、冬の寒さを改善＆リラックス空間へ。 

☆下校→来室→荷物の整理の流れをよりスムーズに。 

☆図書やおもちゃの充実  等 

 

皆様からのご支援を賜れますと幸いです。（詳細別途） 

何卒よろしくお願いいたします。 



保護者各位                           2019年 6月 29日 

特定非営利活動法人 放課後ＮＰＯアフタースクール 

事務局 

消費税増税に伴う対応について 

拝啓 

 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、

厚く御礼申し上げます。 

2019 年 10 月に消費税率が 8%から 10%に引き上げられることに伴い、弊団体アフタースク

ール利用料金に対する消費税率を下記のとおり改定させていただきますので、お知らせい

たします。  

記 

                                      以上 

2019 年 9 月のご利用料金については 8%、10 月のご利用料金は 10%の消費税をお預かり

することになります。 

軽減税率適応対象のおやつに関しましては、今後も税率 8％となりますが、KidsAI のシ

ステム上、2 種類の税額設定ができないため、10 月以降のおやつ代を 128 円として対応さ

せていただきます。それにより総額としてこれまでと変わりのない価格（税込み 140 円）

となるようにいたします。何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。（こ

れまで 130 円×消費税 8％から、10 月以降 128 円×消費税 10％） 

ご利用規約に基づき、これまで通りレギュラー料金・定期プログラムは当月、スペシャ

ルプログラム等利用実績に基づいて翌月ご請求させていただきます。 
 

例）2019 年 10 月請求    2019 年 11 月請求 

明細項目 消費税率  明細項目 消費税率 

レギュラー利用（10 月利用分） 10%  レギュラー利用（11 月利用分） 10% 

定期プログラム（10 月利用分） 10%  定期プログラム（11 月利用分） 10% 

スポット利用（９月実績） 8%  スポット利用（10 月実績） 10% 

スペシャルプログラム（９月実績） 8%  スペシャルプログラム（10 月実績） 10% 

おやつ（9 月実績） 8%  おやつ（10 月実績・軽減税率対象） 8% 

引落手数料（10 月ご請求分） 10%  引落手数料（11 月ご請求分） 10% 

現行：税抜き価格+消費税 8％ 

改定後：税抜き価格+消費税 10％ 

適用時期：2019年 10月 1日以降のアフタースクール利用にかかる料金より適応 

今回の税制改正に伴う対応につきまして、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 



 


